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【会 場】出羽地区センター ほか
回
日 時
内
容
講
師
【対象者】市内在住の６０歳以上の方２０名
越谷市生涯学習リーダーバンク講師
２月２３日(火)
「笑いの話」
※原則全５回に参加できる方が対象です。 ① １３時３０分～１５時３０分
北沢 正嗣 氏
【参加費】無料
３月 １日(火)
「リサイクル工作」
越谷市生涯学習リーダーバンク講師
※第５回館外学習における次の４点は参加者 ② １３時３０分～１５時３０分
～牛乳パックで小物入れ作り～
岡田 香子 氏
負担とし、館外学習当日に徴収します。
３月 ８日(火)
しらこばと蕎麦打ち会 会長
①施設入館料 ②施設案内料
③ １３時００分～１６時００分
「そば打ち体験教室」
小早川 実 氏
③昼食代
④高速道路通行料
（１人あたり 2,800 円程度負担予定です。
）
「若返り脳トレ」
３月１５日(火)
NPO 法人シニア大楽講師
～笑う脳トレ 踊る脳トレ
【申込み】２月１２日(金)午前９時から９時１５分 ④ １３時３０分～１５時３０分
藤原 秋子 氏
歌う脳トレ 幸せ脳トレ～
までに直接出羽地区センターへ（９時１５
館外学習
分の時点で定員を超えた場合は抽選とな
・大谷資料館（栃木県宇都宮市）
見学
３月２３日(水)
ります。定員に満たなかった場合は１２日 ⑤
・宇都宮餃子館（栃木県宇都宮市）
昼食
８時４０分～１６時３０分
午前９時３０分より電話での申込みも可
・東北自動車道羽生ＰＡ（埼玉県羽生市）休憩
能です。（先着順））
〃
「鬼平江戸処」 見学
【問合せ】出羽地区センター ☎９４０－７５２１ ※内容は変更になる場合があります。

埼玉県直営の広大な（１３７．４ヘクタール）廃棄物埋立最終処分場『埼玉県環境整備センター』と最先端技術産業
を導入し、資源循環型社会の構築を目指す『彩の国資源循環工場』を視察・見学し、廃棄物の最終処分場の仕組みや廃
棄物の処分の行程等を学習します。昼食は、寄居町のご当地グルメである“戦国ハーぶ～丼”を予定しています。
【日 時】３月４日（金） ８時３０分～１６時３０分
【内 容】
『埼玉県環境整備センター』（寄居町）の施設見学等
【対 象】市内在住の２０歳以上の方（定員２０名）
【参加費】無料（※交通費（高速道路利用料金の一部）及び昼食等は別途各自負担して
いただきます。
）
【申 込】２月１０日（水）９時～９時１５分 出羽地区センター 団体活動室で実施
※定員を超えた場合は抽選を実施します。また、定員に満たない場合は、
２月２０日（土）まで、先着順に引き続き受付を行います。
【問合せ】出羽地区センター☎９４０―７５２１

～材料を計るところから後片付けまで
みんなで一緒にお料理しましょう～

今年も、４月３日（日）出羽公園でチューリップコミュニテ
【日
時】３月５日（土）午前９時～午後１時
ィフェスタ２０１６を開催します。
【会
場】出羽地区センター 調理室・学習室Ａ
一緒にフェスタを盛り上げましょう！
【内 容】２月１４日（日）出羽公園ふれあい花壇の草取り・【対 象 者】小学校３～６年生 ２４名
七左衛門川の清掃
【メニュー】カツカレー、サラダ、蒸しパン（予定）
３月２７日（日）出羽公園へのチューリップの搬入 【参 加 費】５００円（材料費）
４月 ３日（日）当日スタッフ
【持 ち 物】エプロン、三角巾、ふきん、タッパー
※フェスタ会場を飾る鉢植え
【申 込 み】２月１３日(土)午前９時～午前
チューリップの栽培に協力
９時１５分までに、参加費を添
してくださる方も募集し
ています。
えて直接出羽地区センターにお
【申込み】随時募集中。
申し込みください。（定員を超え
下記までお問合せ下さい。
た場合は抽選になります。
）
【問合せ】出羽地区コミュニティ
なお、定員に満たなかった場合は、電話での申し
推進協議会
込みも可能（先着順）です。
（出羽地区センター内）
☎９４０－７５２１
【問合せ】 出羽地区センター ☎９４０－７５２１

ユニカールは、２００年以上の歴史をもつ『カーリング』をシーズンオフに楽しもうと生まれた
ゲームです。子どもから大人まで誰もが楽しめる生涯スポーツです。
試合前に簡単な説明と講習会を行いますので初めての方も安心してご参加いただけます。ぜひご
参加下さい!!
【日
【会
【対

時】２月１４日（日） 受付：９時００分 試合開始：９時３０分 閉会式：１２時００分
場】出羽地区センター・多目的ホール
象】
・出羽地区在住の小学校４年生以上の方
・１チーム３人（男女混成可）で編成し、申込みは、チーム単位とします。
・なお、チームの編成に１人以上の大人（２０歳以上）を入れるものとします。
【参加費】１チーム３００円
【持ち物】運動靴
【申込み】２月６日（土）までに、出羽地区センターに参加費を添えて直接お申込下さい。
【問合せ】出羽地区スポ・レク推進委員会
☎９４０－７５２１（出羽地区センター内）

越谷市では、市内障害福祉サービス事業
所等を利用する障がい者の方の就労のため
の能力向上や社会参加促進を目標に就労訓
練事業を実施しています。出羽地区センタ
ーを会場とした就労訓練の実施日（２月）
について、下記のとおりお知らせします。
【日

時】２月８日（月）、２２日（月）
午前１１時３０分頃～
【会 場】出羽地区センター
談話コーナー
【内 容】パンの販売
【実施者】医療法人秀峰会生徳診療所
【問合せ】出羽地区センター
☎９４０－７５２１
障害福祉課
☎９６３－９１６４

出羽地区カレンダー２月
ぺタンクは、フランス発祥の球技で、目標球にむかってボールを投げ合い、相手より近づけて
得点を競うスポーツです。発祥地フランスでは愛好者６００万人以上の人気スポーツで、近年は
日本でも映画のワンシーンに使われるなど、人気が高まってきています。
子どもから大人まで誰もが楽しめる生涯スポーツです。ぜひご参加下さい!!
【日
【会
【対

時】３月１３日（日） 受付：９時００分 試合開始：９時３０分
場】出羽地区センター・多目的ホール
象】
・出羽地区在住の小学校４年生以上の方
・１チーム３人（男女混成可）で編成し、申込みは、チーム単位とします。
・なお、チームの編成に１人以上の大人（２０歳以上）を入れるものとします。
【参加費】１チーム３００円
【持ち物】運動靴
【申込み】２月１日（月）から２月２９日（月）までに、出羽地区センターに参加費を添えてお
申込下さい。
【問合せ】出羽地区スポ・レク推進委員会
☎９４０－７５２１（出羽地区センター内）

出羽地区センターでは、月～金曜日（祝
日は除く）の８：３０～１７：１５及び
第３日曜日の９：００～１６：００に証
明書発行業務（住民票の写し、印鑑登録
証明書、戸籍謄本/抄本）を行っています。
どうぞご利用ください。
なお、請求の際には、本人確認が必要に
なりますので、運転免許証等の書類をお持
ちください。
※ 本人確認に必要なもの
① 住民基本台帳カードや運転免許証、
旅券、資格証明書等、官公署が発行し
た写真つきのものは、１点
② 健康保険証や年金手帳、年金証書、
学生証、法人の身分証明書等は、２点
以上
1 (月)
2 (火)

１月１０日(日)文教大学で、｢中核市・越谷 移行記念平成
２７年度越谷市出羽・荻島地区成人式」が新成人２７９名の
参加を得て開催されました。地域の実行委員のご尽力のもと、
新成人委員の努力も実り、成人への門出を祝福するにふさわ
しい、大変心のこもった式になりました。
なお、市内１１会場で成人式が行われ、合わせて２３４８名
（出席率７１．９％）の新成人が参加しました。

「新成人の皆さん、その若い力を思う存分に発揮して、
未来に向かって大きく羽ばたいてください」
越谷市・越谷市教育委員会／越谷市出羽・荻島地区成人式実行委員会

3
4
5
6
7
8

(水)
(木)
(金)
(土)
(日)
(月)

9 (火)
10
11
12
13

(水)
(木)
(金)
(土)

14 (日)

10:00 女性セミナー③
13:30 家庭教育学級①
13:30 家庭教育学級②
13:30 家庭教育学級③

自治会連合会新春懇親会
11:30 就労訓練（パンの販売）
10:00 女性セミナー④
19:00 野球・ソフト合同幹事会
環境学習会受付
【休業日】建国記念日
出羽シルバースクール受付
子ども料理教室受付
9:00 ユニカール大会
9:00 ふれあい花壇除草・
七左ヱ門川清掃

15 (月)
16 (火) 8:45 女性セミナー⑤

身近で手軽に楽しめるうえ、腹式呼吸で健康にも効果
が！この教室では、リコーダーの基本的な吹き方を４回
の教室を通し、楽しく学びます。
【日

時】２月２７日（土）、
見つけよう！あなたの生涯学習
３月５日（土）、１２日（土）、１９日（土）
広げよう！豊かな学びの輪
午前１０時～１１時３０分
～やってみて はじめてわかる学びのおもしろさ～
【会 場】出羽地区センター自由活動室
【講 師】小嶋 友輝恵 氏
【日 時】平成２８年２月２８日（日）
【対 象】市内在住２０歳以上の方
午前１０時～午後３時
【定 員】２０名
【会 場】越谷市中央市民会館及び周辺
【参加費】無料
【参加費】無料
【持ち物】①筆記用具
②ソプラノリコーダー
※詳しい内容は、平成２７年１２月１５日発行の
生涯学習メニュー「ＴＲＹ」（広報こしがや季刊
※②は貸出し可能ですので、お持ちの方のみ
版に折り込み）、広報こしがやお知らせ版２月号
ご持参下さい。（貸出無料）
及び市ホームページをご覧ください。
【申込み】電話で下記へお申込みください（先着順）
※定員になり次第受付終了となります。
【問合せ】生涯学習課 ☎９６３－９２８３
【問合せ】出羽地区センター☎９４０-７５２１

17 (水)
18 (木)
19 (金)
20 (土)
21 (日)
22 (月) 11:30 就労訓練（パンの販売）
23 (火) 13:30 シルバースクール①
24 (水)
25 (木)
26 (金)
27 (土) 10:00 リコーダー教室①
28 (日)
29 (月)
※【休業日】は職員が不在となり、施設
管理人が待機します。施設の貸出しは
通常どおり行います。
※地区センターでは、自治会の運営や近
隣関係等コミュニティに関する相談
を、お受けします。詳しくは出羽地区
センターまで。☎９４０-７５２１

